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～荻島地区センター・公民館からのお知らせ～

まつりには欠かすことのできない「和太鼓」の講習会を開催します。
お友達と一緒に参加してみませんか？
【日

時】７月９日・１６日・２３日（火）
午後６時３０分～８時３０分 ≪全３回≫

【会
【対
【定

場】荻島地区センター・公民館「多目的ホール」
象】小学生
員】１６名
※７月２７日（土）の盆踊り大会当日に太鼓をたたいていただける方に限ります。
（予備日は翌日２８日（日））
【参加費】無料（バチをお持ちでない方は１，５００円でご用意します）
【持ち物】汗拭きタオル、軍手（すべり止め付）
、バチ（お持ちの方）
【申込み】６月１６日（日）午前９時３０分～９時４５分の間に直接荻島地区センター・公民館に
お越しください。申込み多数の場合、抽選により決定します。
（保護者を除く代理は不可）
※受付日（６月１６日）で定員に満たなかった場合は、受付日（６月１６日）正午から
先着順にて受付いたします。（電話・電子申請可）
電子申請は右記２次元コードを読み取り、申請して下さい。
《越谷市ホームページ→電子申請》からもご利用いただけます。
【問合せ】荻島地区センター・公民館 ℡９７４－９５５５
（２次元コード）

～英語のたのしさにふれてみよう！～
【日 時】８月２日・９日・２３日（金）午前１０時３０分～１１時３０分《全３回》
【会 場】荻島地区センター・公民館「多目的ホール」
【定 員】市内在住の小学生１～３年生 ２０名
(２次元コード
【参加費】３００円（教材代）
【講 師】Ｋｉｄｓ’ Ｅｎｇｌｉｓｈ 渡辺 紀子 先生 ほか
【申込み】７月６日（土） 午前１０時００分～１０時１５分の間に参加費を
添えて直接、荻島地区センター・公民館へ（申込み順・保護者を除く代理は不可）
【問合せ】荻島地区センター・公民館

℡９７４－９５５５

～荻島地区センター・公民館からのお知らせ～

学習室開放
学習室を開放します。涼しいお部屋で夏休のみの宿題をしませんか？
【期

間】８月１日（木）～８月３１日（土）
※１２日（月）は振替休日のため、２４日（土）、２５（日）は選挙のため開放しません。
【時 間】午前９時００分～午後４時００分
【会 場】荻島地区センター・公民館「学習室Ｃ」
※日程により、会場変更となる場合があります。
【対 象】小学生以上の方で、個人学習を対象とします。グループ学習・図画工作等はできません。
【申込み】利用当日、直接荻島地区センター･公民館へ
【問合せ】荻島地区センター・公民館 ℡９７４－９５５５
～荻島地区スポ･レク推進委員会からのお知らせ～

※近隣店舗には駐車
しないでください。

日
時 ６月２３（日）
開 会 式
午前９時００分
試合開始
午前９時３０分
会

場

市立総合体育館

荻島地区の代表選手が出場します。皆さん、ぜひ応援に来てください！！

第１３回荻島地区ビーチボール大会

結果

５月１２日（日）荻島小学校体育館にて、第１３回荻島地区ビーチボール大会が開催されました。
出津Ａ･出津Ｂ･堤根・スポレクの４チームの参加で熱戦が繰り広げられました。結果は下記のとお
りです。参加された選手・役員の皆様お疲れ様でした。

優 勝
準優勝
第３位

出津Ａチーム
出津Ｂチーム
堤 根チーム

～越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」からのお知らせ～

第１８回七夕フェスタ
「誰もが自分らしく生きられる社会」
◎オープニングイベント
【日
時】６月２９日（土）午前１０時３０分～ 午後３時００分（雨天時はさくら広場の催しは中止）
【会
場】北越谷駅西口 さくら広場（午後１時３０分終了）
北越谷駅東口 パルテきたこし ３階「ほっと越谷」
◎「ほっと越谷」登録団体企画講座・企画展示
【日
時】展示６月２５日（火）～７月７日（日）（最終日は午後２時３０分まで。７月１日は休所）
講座６月３０日（日）～７月７日（日）（７月１日は休所）
【会
場】「ほっと越谷」午前９時００分～ 午後９時００分（日曜日は午後５時００分まで）
◎夕焼けコンサート 「心に響きわたる弦と木管の音色」
【日
時】７月６日（土）午後６時３０分 ～ （事前申込みが必要です）
【問合せ・申込先】男女共同参画支援センター「ほっと越谷」℡ ９７０-７４１１（月曜・祝日は休所）
※詳細はホームページ https://hot-koshigaya.jp 参照

～荻島地区コミュニティ推進協議会からのお知らせ～

【日

時】①６月２２日（土）午前８時３０分～（約１時間程度）
②６月２９日（土）午前８時００分～（約２時間程度）予備日:６月３０日（日）

【内

容】①草取り
②花植え（荻島小児童と花苗を植えます。）
終了後、参加した児童の方にはジュースやお菓子をお渡しします。また、保護者や
一般参加の方にも花苗等を用意しております。

【集

合】末田大用水の藤棚付近

【持ち物】軍手、鎌、汚れても良い服装
【申込み】①、②とも荻島地区センター・公民館へ（℡９７４－９５５５）
※②に参加希望の荻島小学校児童の方は、荻島小学校へお申込みください。
【問合せ】荻島地区コミュニティ推進協議会
事務局 荻島地区センター内
Sa 昨年

℡９７４－９５５５

(昨年の様子)

～越谷市役所からのお知らせ～

sakunenndono
市では、平成３１年（２０１９年）３月に、空家等の対策に関する基本的な方針を定めた
越谷市空家等対策計画を策定しました。今後は、本計画に基づき、多岐に渡る空家等の問題
に取組み、より安全で安心なまちづくりを推進していきます。
地域における現状と本計画に基づく空家等の対策について、地域の皆さんにご説明をさせ
ていただくため、説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。
【日 時】６月３日（月） 午後７時００分～
【場 所】荻島地区センター・公民館 「多目的ホール」
【内 容】・本市における空家等の現状と課題について
・空家等対策計画につい
・今後の取組みについて
【問合せ】建築住宅課 ℡９６３－９２３５

「放課後子ども教室ボランティア」
【活動日時】平日の放課後（概ね午後３時００分～５時００分）または土曜
週１回～月１回程度（ご都合に合わせて）
【場

所】市内小学校や地区センター・公民館等（市内１８ヶ所で実施しています）

【内

容】子どもたちへの指導（学習、昔遊び、スポーツ

等）安全確保のための見守り

【申込・問合せ】青少年課 ℡９６３－９３０８

放課後子ども教室とは･･
放課後や週末に、子どもたちが安全・安心に活動できる居場所として、異年齢の子どもたちや地域
の方々との交流や、宿題やスポーツ・文化活動など、多様な交流活動に取り組んでいます。

荻島地区６月行事カレンダー

コミ協通信

1

(土）

荻島小学校運動会

2

（日）

市民体育祭ソフトボール大会／
市民課開庁／荻島小運動会予
備日

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

（月）

空家等の対策についての説明会

※当日気軽にご参加ください。
偶数月の第３木曜日に開催を予定しています。

15
16
17
18
19
20
21

～クラブ会員募集～

22

(土）

23
24
25
26
27
28
29
30

（日）

「子ども農業体験事業」
（田植え）を５月２２日（水）
に行いました。
荻島小学校５年生の子どもたちと事業を行い、子ども
たちは楽しそうに苗を植えていました。
９月の稲刈りが待ち遠しいです。

（田植えの様子）
～荻島地区民生・児童委員協議会からのお知らせ～

荻島地区子育てサロン「たんぽぽ」
～仲間の輪をひろげてみませんか～
【日 時】６月２０日（木）
午前１０時００分～１２時００分
【会 場】荻島地区センター・公民館「多目的ホール」
【対 象】未就学のお子様と保護者
【内 容】みんなで楽しく遊ぼう！
【参加費】無料
【主 催】荻島地区民生・児童委員協議会
【問合せ】手塚 ℡０９０－３５９６－０６６１

私たちと一緒に楽しくビーチボールバレーを
やりませんか？
◎ネットの高さ１８０ｃｍ
◎ボールの直径２７ｃｍ・重さ７０ｇ
◎４人１チームでプレイ
◎遅刻、早退ＯＫ
◎お子様連れの参加も可能

力いっぱいボールを叩くのは気持ちいいですよ！
一度是非お越しください。
【活動場所】荻島小学校体育館
【活動時間】毎週日曜日
おぎはら

【連 絡 先】荻原

午後４時００分～７時００分

℡０７０－４４７３－２２９０

（火）
（水）
（木）

★子育て広場（荻島保育所）

（金）

親子遊遊教室②／親子でベビー
マッサージ①

(土）

利用者連絡会／消防訓練／
わくわくキッズ③

（日）

市民体育祭ソフトボール大会（予備日）

（月）
（火）

会食サービス

（水）
（木）

１歳親子連続講座①（荻島保育所）

（金）

親子遊遊教室③／親子でベ
ビーマッサージ②

(土）

地区体育祭プログラム編成会議／
★子育て講座（荻島保育所）

（日）

子ども和太鼓講習会受付

（月）

★子育て広場申込み受付（荻島
保育所）

（火）
（水）
（木）
（金）

子育てサロン
親子遊遊教室④／１歳親子連
続講座②（荻島保育所）
花いっぱい運動／盆踊り大会第
２回実行委員会／体育祭実行
委員会
市民体育祭ビーチボール・卓球
大会

（月）
（火）
（水）

印刷不可

（木）

印刷不可／１歳親子連続講座
③（荻島保育所）

（金）

親子遊遊教室⑤／館報配布

(土）

花いっぱい運動・まつり／盆踊り
係り打合せ

（日）

花いっぱい運動・まつり予備日

★は荻島保育所主催行事のため会場は荻島保
育所になります。
【休日市民課開庁日】
６月２日（日）午前９時００分～
午後４時００分
※住民票の写し、戸籍騰・抄本、印鑑登録証
明書の発行のみ取り扱い出来ます。

